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1.  平成24年3月期の連結業績（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期 58,091 △1.4 12,760 17.9 12,715 18.1 7,044 13.7
23年3月期 58,890 5.3 10,824 16.3 10,767 15.5 6,197 14.7

（注）包括利益 24年3月期 6,400百万円 （31.3％） 23年3月期 4,874百万円 （△9.3％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

24年3月期 246.30 ― 10.6 11.3 22.0
23年3月期 216.71 ― 9.7 10.2 18.4

（参考） 持分法投資損益 24年3月期  ―百万円 23年3月期  ―百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

24年3月期 118,988 68,281 57.4 2,387.47
23年3月期 105,391 64,740 61.4 2,263.66

（参考） 自己資本   24年3月期  68,281百万円 23年3月期  64,740百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

24年3月期 19,928 260 △5,192 40,368
23年3月期 6,117 467 △2,885 26,037

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

23年3月期 ― 40.00 ― 60.00 100.00 2,859 46.1 4.5
24年3月期 ― 40.00 ― 60.00 100.00 2,859 40.6 4.3
25年3月期(予想) ― 40.00 ― 60.00 100.00 32.9

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

 

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 28,500 8.0 6,000 15.0 6,000 15.2 3,500 15.2 122.38
通期 62,500 7.6 14,500 13.6 14,500 14.0 8,700 23.5 304.20



※  注記事項 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更  ： 無
② ①以外の会計方針の変更  ： 無
③ 会計上の見積りの変更  ： 無
④ 修正再表示  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期 28,600,000 株 23年3月期 28,600,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期 180 株 23年3月期 180 株
③ 期中平均株式数 24年3月期 28,599,820 株 23年3月期 28,599,820 株

（参考）個別業績の概要 

平成24年3月期の個別業績（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期 51,559 3.3 12,043 21.8 11,947 22.0 6,646 16.3
23年3月期 49,906 3.7 9,889 12.2 9,792 7.0 5,714 2.2

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

24年3月期 232.38 ―
23年3月期 199.80 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

24年3月期 129,942 69,059 53.1 2,414.69
23年3月期 115,273 65,275 56.6 2,282.39

（参考） 自己資本 24年3月期  69,059百万円 23年3月期  65,275百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
 この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は
終了していません。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
 業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料２ページ「１.経営成績 (1)経営成績に関する分析」をご覧く
ださい。 
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当期におけるわが国経済は、東日本大震災の影響による落ち込みからの緩やかな回復過程を辿って

まいりましたが、欧州債務問題の長期化や円高の進行等、経済金融情勢は停滞色の濃いまま推移いた

しました。２月に日銀が金融緩和の一段の強化姿勢を明確化したことで期末にかけて景況感がやや改

善する中、当期における当社グループの営業収益は58,091百万円(前期比1.4％減)、営業利益は

12,760百万円(同17.9％増)、経常利益は12,715百万円(同18.1％増)、当期純利益は7,044百万円(同

13.7％増)となりました。 

  
(単位：百万円) 

 

  

セグメントの業績を示すと次のとおりであります。  

  

〔仲介業務〕 

当不動産流通業界における中古住宅等の取引は、震災・原発問題の発生直後には首都圏マンショ

ンを始めとして弱い動きとなりましたが、金利面等で住宅を購入しやすい環境が続く中、年度後半

には徐々に取引も増加し、 需要期の３月においては首都圏における成約件数が前年同月比で３割

を超える増加となるなど、回復の兆しが見られました。 

 このような業界環境の下、当社仲介業務におきましては、主力のリテール部門において着実に件

数を積み上げ、景況感が回復の兆しを見せた期末にかけては、住宅購入意欲も大きく改善した為、

取扱件数は31,443件(前期比0.5％増)と僅かではあるものの過去 高を更新するとともに、ホール

セール部門の伸張も寄与して平均取扱価格も上昇し、取扱高は892,760百万円(同7.0％増)、営業収

益は45,967百万円(同6.1％増)、営業利益は13,837百万円(同17.8％増)を計上いたしました。  

 なお、当期において、首都圏に「横浜元町」、関西圏に「京都西」、愛知県に「一宮」の３店舗

を新規出店し、当期末現在の直営ネットワークは、首都圏142店舗、関西圏71店舗、その他33店舗

の計246店舗となりました。 

  
(単位：百万円) 

 

  

１．経営成績

 (1) 経営成績に関する分析

① 当期の経営成績

前 期 当 期
前期比

増減 増減率

営業収益 58,890 58,091 △799 △1.4％

営業利益 10,824 12,760 ＋1,935 ＋17.9％

経常利益 10,767 12,715 ＋1,948 ＋18.1％

当期純利益 6,197 7,044 ＋846 ＋13.7％

(セグメント別の概況)

前 期 当 期
前期比

増減 増減率

取扱件数(件) 31,293 31,443 ＋150 ＋0.5％

取扱高 834,559 892,760 ＋58,201 ＋7.0％

営業収益 43,332 45,967 ＋2,635 ＋6.1％

営業利益 11,747 13,837 ＋2,090 ＋17.8％
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〔受託販売業務〕 

受託販売業務におきましては、新築マンションの供給戸数はほぼ前期並みの水準となり、契約率

については比較的順調に推移する中、当社においては大型物件の引渡しが前期に比べて減少した

為、取扱件数は3,715件(前期比8.6％減)、取扱高は144,451百万円(同17.1％減)、営業収益は4,488

百万円(同14.6％減)となったものの、期末にかけて効率的な販売活動ができたため、営業利益は

815百万円(同13.1％増)を計上いたしました。 

  
(単位：百万円) 

 

  

〔賃貸業務〕 

賃貸業務におきましては、東京都心部のオフィスビル市場において、空室率の高止まりと平均賃

料の下落が続く中、営業収益は1,951百万円(前期比5.5％減)、営業利益は974百万円(同4.1％減)の

計上となりました。 

  
(単位：百万円) 

 

  

〔不動産販売業務〕 

不動産販売業務におきましては、国内連結子会社における人気エリアを中心とした優良宅地分譲

が前期において好調であった反動で、営業収益は5,531百万円(前期比31.6％減)、営業利益は284百

万円(同49.2％減)の計上となりました。 

  
(単位：百万円) 

 

  

〔その他〕 

その他の業務におきましては、住宅ローンに係る事務代行業務等により、営業収益は598百万円

(前期比1.3％増)、営業利益は259百万円(同3.8％増)を計上いたしました。 

前 期 当 期
前期比

増減 増減率

取扱件数(件) 4,063 3,715 △348 △8.6％

取扱高 174,169 144,451 △29,718 △17.1％

営業収益 5,253 4,488 △765 △14.6％

営業利益 721 815 ＋94 ＋13.1％

前 期 当 期
前期比

増減 増減率

営業収益 2,065 1,951 △114 △5.5％

営業利益 1,016 974 △41 △4.1％

前 期 当 期
前期比

増減 増減率

営業収益 8,085 5,531 △2,553 △31.6％

営業利益 560 284 △275 △49.2％
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今後のわが国経済は、復興需要の本格化やエコカー補助金の復活などの政策面での下支え等によ

り、緩やかながら持ち直しの動きが続くことが期待されます。一方で、電力需給の一段の逼迫や欧州

債務問題の深刻化、原油価格の動向等には引き続き留意が必要です。 

 当不動産流通業界におきましては、税制面・金利面等で良好な住宅購入環境が継続しており、ま

た、国土交通省により中古住宅・リフォームトータルプランが公表され、内需拡大策として既存の住

宅ストックを 大限に活用し、2020年(平成32年)までに市場規模を倍増させるという方向性が明確に

示されました。 

 このような状況の中、当社グループといたしましては、件数重視の姿勢を徹底し、引き続き主力の

仲介業務を核として、伸張を図ってまいりたいと考えております。 

 仲介業務のリテール部門につきましては、店舗戦略として新規出店も視野に入れながら、若手戦力

を中心とした生産性の向上を図り、エンドユーザーの住宅需要を着実に取り込んでまいります。ホー

ルセール部門につきましては、仕入部門の強化により、新規顧客の開拓と収益力の向上に努めてまい

ります。 

 受託販売業務につきましては、受託物件獲得競争は厳しさを増しておりますが、優良受託物件の仕

入体制の強化とともに、販売効率の向上に努めてまいります。  

 不動産販売業務につきましては、連結子会社２社において優良宅地分譲中心の事業を展開し、堅実

な成長とともに仲介業務との相乗効果を図ってまいります。  

 以上により、次期の業績につきましては、営業収益62,500百万円(前期比7.6％増)、営業利益

14,500百万円(同13.6％増)、経常利益14,500百万円(同14.0％増)、当期純利益8,700百万円(同23.5％

増)を見込んでおります。  

 なお、業績予想の前提といたしまして、仲介業務のリテール部門における１件当たり取扱価格は、

前期比1％強の上昇を想定しております。 

  
(単位：百万円) 

 

  

② 次期の見通し

当 期
(実 績)

次 期
(予 想)

前期比

増減 増減率

営業収益 58,091 62,500 ＋4,408 ＋7.6％

営業利益 12,760 14,500 ＋1,739 ＋13.6％

経常利益 12,715 14,500 ＋1,784 ＋14.0％

当期純利益 7,044 8,700 ＋1,655 ＋23.5％

－ 4 －

住友不動産販売㈱（8870） 平成24年３月期 決算短信



  
なお、当社グループは、平成23年３月期から平成25年３月期までの３ヶ年を対象期間とする中期経営

計画を策定しておりますが、次期(平成25年３月期)が 終年度となります。東日本大震災や欧州債務問

題の影響等により、経済環境が策定時の想定を超えて悪化したことにより、計画の達成は厳しい状況で

はありますが、下表のとおり本計画の対比期間である３ヶ年実績(平成20年３月期～平成22年３月期)に

比べ、営業収益・営業利益・経常利益・当期純利益のいずれも増加となる見通しです。 

(単位：億円) 
 

  

流動資産は、預り金が増加したことから、現金及び預金の増加等により、前期に比べて14,326百万

円増加の51,240百万円となりました。  

 有形固定資産は、減価償却等により、前期に比べて465百万円減少の54,662百万円となりました。 

 無形固定資産は、前期に比べて10百万円増加の619百万円となりました。  

 投資その他の資産は、前期に比べて274百万円減少の12,466百万円となりました。  

 以上により、固定資産は、前期に比べて729百万円減少の67,748百万円となりました。  

 また、資産合計では、前期に比べて13,596百万円増加の118,988百万円となりました。  

 流動負債は、借入金が減少しましたが、預り金の増加等により、前期に比べて9,884百万円増加の

46,250百万円となりました。  

 固定負債は、前期に比べて171百万円増加の4,457百万円となりました。  

 以上により、負債合計では、前期に比べて10,056百万円増加の50,707百万円となりました。  

 純資産の部は、当期純利益の計上に伴う利益剰余金の増加等により、前期に比べて3,540百万円増

加の68,281百万円となりました。 

  これらの結果、自己資本比率は前期の61.4％から57.4％と、4.0ポイント低下いたしました。 

  
(単位：百万円) 

 

  

平成20年３月期
～平成22年３月期 

(実 績)

平成23年３月期
～平成25年３月期 

(２期実績＋次期予想)
増減

平成23年３月期
～平成25年３月期 

(第３次中期経営計画)

営業収益 1,774 1,795 ＋21 1,960

営業利益 346 381 ＋35 418

経常利益 355 380 ＋25 415

当期純利益 205 219 ＋14 240

 (2) 財政状態に関する分析

① 資産、負債及び純資産の状況

前期末 当期末
前期比

増減 増減率

総資産 105,391 118,988 ＋13,596 ＋12.9％

負債 40,651 50,707 ＋10,056 ＋24.7％

純資産 64,740 68,281 ＋3,540 ＋5.5％

自己資本比率(％) 61.4 57.4 △4.0 ―

－ 5 －
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当期末における現金及び現金同等物の残高は、前期末の26,037百万円から14,330百万円増加

(55.0％増)し、40,368百万円となりました。 

  

〔営業活動によるキャッシュ・フロー〕 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益12,714百万円の計上、預り金の

増加額11,649百万円、法人税等の支払額4,675百万円等により、19,928百万円の収入(前期は6,117

百万円の収入)となりました。 

 なお、預り金は、受託販売業務において物件購入者が支払う分譲代金を、デベロッパー等に代わ

って当社が受領するものであり、後にデベロッパー等に送金いたします。この預り金は、特に新築

物件の竣工・引渡が増加する第４四半期に残高が増加するという季節的変動があり、当社の営業活

動によるキャッシュ・フローに大きな影響を及ぼします。この預り金の増減額を除いた営業活動に

よるキャッシュ・フローは、8,279百万円の収入(前期は7,728百万円の収入)であります。 

  

〔投資活動によるキャッシュ・フロー〕 

投資活動によるキャッシュ・フローは、短期貸付金の回収等により、260百万円の収入(前期は

467百万円の収入)となりました。 

  

〔財務活動によるキャッシュ・フロー〕 

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済及び配当金の支払い等により、5,192

百万円の支出(前期は2,885百万円の支出)となりました。 

  
(単位：百万円) 

 

  

② キャッシュ・フローの状況

前 期 当 期
前期比

増減 増減率

営業活動による
キャッシュ・フロー

6,117 19,928 ＋13,811 ＋225.8％

投資活動による
キャッシュ・フロー

467 260 △207 △44.4％

財務活動による
キャッシュ・フロー

△2,885 △5,192 △2,306 ―

現金及び現金同等物 
の期末残高

26,037 40,368 ＋14,330 ＋55.0％

－ 6 －
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  (参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 

※自己資本比率：自己資本／総資産 

 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

 (注)１. 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

２. 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数(自己株式控除後)により算出し

ております。 

３. キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシ

ュ・フローを使用しております。 

４. 有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全て

の負債を対象としております。 

５. 平成21年３月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッ

ジ・レシオは、キャッシュ・フローがマイナスのため、記載しておりません。 

  

当社は、株主に対する利益還元を重要課題の一つと考え、業績の状況、内部留保の充実並びに配当性

向等を総合的に勘案し決定する方針をとってまいりたいと考えております。配当は、安定的な充実を基

本とし、記念すべき節目や各期の経営成績等をふまえ実施していく所存であります。 

 当期の配当金につきましては、上記基本方針に基づき、１株当たり年間配当金といたしまして、前期

と同額の100円(うち中間配当金40円)を予定しております。 

 なお、次期の配当金につきましては、１株当たり年間配当金100円(うち中間配当金40円)とさせてい

ただく予定であります。 

  

平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期

自己資本比率(％) 52.1 60.8 59.6 61.4 57.4

時価ベースの 
自己資本比率(％)

79.7 81.9 110.3 90.1 93.0

キャッシュ・フロー 
対有利子負債比率(％)

81.8 ― 96.8 233.7 60.2

インタレスト・ 
カバレッジ・レシオ(倍)

53.8 ― 87.9 44.0 150.7

 (3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

－ 7 －
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当社グループは、当社及び子会社８社並びに関連会社１社により構成され、その業務は仲介業務、受託

販売業務、賃貸業務、不動産販売業務、その他であります。 

 当社の親会社は住友不動産株式会社であり、当社は同社が開発・分譲するマンション、戸建住宅等を、

同社より委託を受け販売しております。また、当社は同社より本店事務所等を賃借しております。 

 当社グループの業務に係る位置づけ及びセグメントとの関連は、次のとおりであります。なお、海外に

ついては、米国における持株会社である米国住友不動産販売インク(連結子会社)のもと、以下のセグメン

トにおいて業務を行っております。 

  

当社が、全国の主要都市において、住宅等の仲介業務を行っております。また、住友不動産販売N.Y.

インク(連結子会社)が、米国ニューヨーク州及びその周辺において住宅等の仲介業務を行っておりま

す。 

  

当社が、全国の主要都市において、住友不動産株式会社をはじめとするデベロッパー等が開発・分譲

するマンション、戸建住宅等の受託販売業務を行っております。また、住友不動産販売N.Y.インクが、

米国ニューヨーク州及びその周辺においてデベロッパー等が開発・分譲するコンドミニアム等の受託販

売業務を行っております。 

 なお、ステップ・アソシエイツ株式会社(連結子会社)は、受託販売業務に係る人材の派遣事業を行っ

ており、当社に対しても人材を派遣しております。 

  

当社及びステップ・プロパティーズ株式会社(連結子会社)が、主に首都圏において、オフィスビル、

マンション等の賃貸業務を行っております。 

 なお、ステップ・プロパティーズ株式会社は、賃貸資産の管理業務を当社に委託しております。ま

た、当社は、六本木ファーストビル等の管理業務を六本木ファーストビル株式会社(関連会社)に委託し

ております。 

  

ウエル東京株式会社(連結子会社)及びステップ・インベストメント株式会社(連結子会社)が、不動産

販売業務を行っております。 

 なお、ウエル東京株式会社及びステップ・インベストメント株式会社は、当社に不動産売買の仲介依

頼をしております。 

  

当社及びステップ・ローン・パートナーズ株式会社(連結子会社)が、住宅ローンに係る事務代行業務

を行っております。 

  

２．企業集団の状況

(1) 仲介業務

(2) 受託販売業務

(3) 賃貸業務

(4) 不動産販売業務

(5) その他

－ 8 －
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以上のグループについて図示すると、次のとおりであります。 

  

 

－ 9 －
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当社グループの経営の基本方針は、「顧客第一主義」のもと、不動産の仲介・受託販売という不動産

流通業の遂行を通じて、人々のニーズにあった快適なライフステージを提供し、住生活の向上に貢献す

ることであります。 

 さらに、当社の知名度・イメージの向上を図るため昭和57年６月に導入したＣＩでは、主力の仲介業

務の愛称を「住友の仲介・Ｓｔｅｐ(ステップ)」といたしましたが、この「Ｓｔｅｐ(ステップ)」とい

う愛称には、「住み替えを通じてお客様に住まいをステップアップしていただきたい」という当社の強

い願いが込められております。  

  

当社グループでは、絶え間ぬ生産性の追及、効率性の向上が目標として掲げられます。これらを計る

経営指標として、売上高営業利益率を目標として重視しております。  

  

当社は、平成23年３月期から平成25年３月期までの３ヶ年を対象期間とする中期経営計画を、以下の

とおり策定しております。 

 本計画は、超過達成となった「ＮＥＸＴ Ｓｔｅｐ(ネクスト・ステップ)」(平成17年３月期～平成

19年３月期)、経済情勢の激変等により未達成となった「新中期経営計画２０１０」(平成20年３月期～

平成22年３月期)を鑑み、新たな成長路線の確立を目指すものであります。 

  
 

(単位：億円) 
 

  

３．経営方針

 (1) 会社の経営の基本方針

 (2) 目標とする経営指標

 (3) 中長期的な会社の経営戦略

１．名  称 「第３次中期経営計画」

２．対象期間 平成23年３月期～平成25年３月期、３ヶ年

３．基本方針 「顧客第一主義」を再徹底し、単価に左右されず件数増加による成長を図っ

てまいります。

４．連結数値目標

平成20年３月期
～平成22年３月期 

(実 績)

平成23年３月期
～平成25年３月期 

(計 画)
増減 増減率

営業収益 1,774 1,960 ＋186 ＋10％

営業利益 346 418 ＋72 ＋21％

経常利益 355 415 ＋60 ＋17％

当期純利益 205 240 ＋35 ＋17％

－ 10 －
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５．主な体制・戦略

 (1) 仲介リテール部門

  ・流通営業本部(首都圏・地方圏)と関西流通営業本部(関西圏)の２本部体制

  ・機動的な店舗戦略(既存店舗充実、店舗展開等)

  ・若手戦力を中心とした生産性の向上

 (2) 仲介ホールセール部門

・国際営業部、Ｍ＆Ａ事業部の新設並びにＣＲＥ戦略サポートの推進等による営業基盤の拡充

 (3) 受託販売部門

  ・住宅営業本部(住友不動産㈱が開発した物件の受託販売)と受託営業本部の２本部体制

・受託営業本部においては、２受託開発部(首都圏・関西圏)、３受託営業部(首都圏・関西

圏・地方圏)による仕入・販売体制

 (4) 不動産販売部門

  ・連結子会社２社(ウエル東京㈱、ステップ・インベストメント㈱)体制

  ・優良宅地分譲を中心とした事業展開

－ 11 －
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４．連結財務諸表

 (1) 連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 26,037 40,368

営業未収入金 526 669

販売用不動産 4,027 4,651

仕掛販売用不動産 － 191

未成業務支出金 914 1,032

繰延税金資産 2,194 1,743

その他 3,243 2,599

貸倒引当金 △29 △18

流動資産合計 36,914 51,240

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 20,604 20,684

減価償却累計額 △11,164 △11,627

建物及び構築物（純額） 9,439 9,057

土地 45,435 45,370

リース資産 103 122

減価償却累計額 △43 △65

リース資産（純額） 60 57

その他 1,215 1,229

減価償却累計額 △1,023 △1,052

その他（純額） 192 176

有形固定資産合計 55,127 54,662

無形固定資産 608 619

投資その他の資産

投資有価証券 ※1 547 ※1 537

破産更生債権等 11,048 10,878

繰延税金資産 1,816 1,673

その他 4,552 4,596

貸倒引当金 △5,223 △5,220

投資その他の資産合計 12,741 12,466

固定資産合計 68,477 67,748

資産合計 105,391 118,988

－ 12 －
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金 89 142

短期借入金 14,300 12,000

リース債務 25 31

未払法人税等 2,658 3,152

賞与引当金 1,941 1,953

預り金 14,839 26,488

その他 2,511 2,481

流動負債合計 36,365 46,250

固定負債

リース債務 38 29

退職給付引当金 2,971 3,131

役員退職慰労引当金 213 186

その他 1,063 1,110

固定負債合計 4,286 4,457

負債合計 40,651 50,707

純資産の部

株主資本

資本金 2,970 2,970

資本剰余金 3,543 3,543

利益剰余金 65,877 70,062

自己株式 △1 △1

株主資本合計 72,389 76,574

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △9 △11

繰延ヘッジ損益 △190 △21

為替換算調整勘定 △7,449 △8,259

その他の包括利益累計額合計 △7,649 △8,292

純資産合計 64,740 68,281

負債純資産合計 105,391 118,988

－ 13 －
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 (2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書
(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

営業収益 58,890 58,091

営業原価 ※1 43,759 ※1 41,164

売上総利益 15,131 16,927

販売費及び一般管理費

給料及び賞与 1,080 1,105

賞与引当金繰入額 52 47

退職給付費用 28 41

役員退職慰労引当金繰入額 27 24

賃借料 431 416

支払手数料 524 448

貸倒引当金繰入額 11 －

その他 2,150 2,082

販売費及び一般管理費合計 4,306 4,167

営業利益 10,824 12,760

営業外収益

受取利息 56 42

受取配当金 13 10

為替差益 21 22

貸倒引当金戻入額 － 11

その他 16 18

営業外収益合計 109 107

営業外費用

支払利息 139 132

その他 27 18

営業外費用合計 166 151

経常利益 10,767 12,715

特別利益

固定資産売却益 ※2 102 ※2 3

受取補償金 78 －

受取清算金 59 －

特別利益合計 239 3

特別損失

固定資産売却損 ※3 11 －

固定資産除却損 ※4 41 ※4 4

投資有価証券評価損 277 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 5 －

特別損失合計 336 4

税金等調整前当期純利益 10,670 12,714

法人税、住民税及び事業税 4,519 5,168

法人税等調整額 △47 501

法人税等合計 4,472 5,669

当期純利益 6,197 7,044

－ 14 －
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連結包括利益計算書
(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当期純利益 6,197 7,044

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △0 △2

繰延ヘッジ損益 △443 168

為替換算調整勘定 △879 △810

その他の包括利益合計 △1,323 ※1 △643

包括利益 4,874 6,400

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 4,874 6,400
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 (3) 連結株主資本等変動計算書

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 2,970 2,970

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,970 2,970

資本剰余金

当期首残高 3,543 3,543

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,543 3,543

利益剰余金

当期首残高 62,540 65,877

当期変動額

剰余金の配当 △2,859 △2,859

当期純利益 6,197 7,044

当期変動額合計 3,337 4,184

当期末残高 65,877 70,062

自己株式

当期首残高 △1 △1

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 △1 △1

株主資本合計

当期首残高 69,051 72,389

当期変動額

剰余金の配当 △2,859 △2,859

当期純利益 6,197 7,044

当期変動額合計 3,337 4,184

当期末残高 72,389 76,574
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

当期首残高 △9 △9

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △0 △2

当期変動額合計 △0 △2

当期末残高 △9 △11

繰延ヘッジ損益

当期首残高 253 △190

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △443 168

当期変動額合計 △443 168

当期末残高 △190 △21

為替換算調整勘定

当期首残高 △6,570 △7,449

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △879 △810

当期変動額合計 △879 △810

当期末残高 △7,449 △8,259

その他の包括利益累計額合計

当期首残高 △6,326 △7,649

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,323 △643

当期変動額合計 △1,323 △643

当期末残高 △7,649 △8,292

純資産合計

当期首残高 62,725 64,740

当期変動額

剰余金の配当 △2,859 △2,859

当期純利益 6,197 7,044

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,323 △643

当期変動額合計 2,014 3,540

当期末残高 64,740 68,281
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 (4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 10,670 12,714

減価償却費 764 752

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 5 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2 △14

賞与引当金の増減額（△は減少） 296 12

退職給付引当金の増減額（△は減少） 119 160

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 27 △27

受取利息及び受取配当金 △70 △53

為替差損益（△は益） △22 △22

支払利息 139 132

固定資産売却損益（△は益） △91 △3

固定資産除却損 41 4

投資有価証券評価損益（△は益） 277 －

受取補償金 △78 －

受取清算金 △59 －

売上債権の増減額（△は増加） 49 △143

たな卸資産の増減額（△は増加） 745 △934

仕入債務の増減額（△は減少） △124 52

預り金の増減額（△は減少） △1,611 11,649

破産更生債権等の増減額（△は増加） 232 169

その他 △307 244

小計 11,007 24,693

利息及び配当金の受取額 59 43

利息の支払額 △139 △132

補償金の受取額 86 －

清算金の受取額 59 －

法人税等の支払額 △4,956 △4,675

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,117 19,928

投資活動によるキャッシュ・フロー

短期貸付金の純増減額（△は増加） － 513

有形固定資産の取得による支出 △444 △181

有形固定資産の売却による収入 1,004 95

無形固定資産の取得による支出 △136 △181

投資有価証券の売却及び償還による収入 7 7

その他 36 6

投資活動によるキャッシュ・フロー 467 260
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） － △2,300

配当金の支払額 △2,860 △2,860

その他 △25 △31

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,885 △5,192

現金及び現金同等物に係る換算差額 △514 △665

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,184 14,330

現金及び現金同等物の期首残高 22,853 26,037

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 26,037 ※1 40,368
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該当事項はありません。 

  

１．連結の範囲に関する事項 

子会社は全て連結されております。 

  当該連結子会社は、ステップ・プロパティーズ株式会社、ステップ・アソシエイツ株式会社、ウエ

ル東京株式会社、ステップ・ローン・パートナーズ株式会社、ステップ・インベストメント株式会

社、米国住友不動産販売インク、住友不動産販売N.Y.インク、S.R.E.S.-ZGPインクの８社です。 

  

２．持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法を適用した関連会社はありません。 

(2) 持分法を適用しない関連会社は六本木ファーストビル株式会社１社です。六本木ファーストビル

株式会社については、持分法の適用による連結純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ重要性がないため、持分法の適用から除外しております。 

  

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

在外連結子会社の決算日は12月31日です。連結財務諸表の作成にあたっては、同日現在の財務諸表

を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整が行われておりま

す。なお、他の連結子会社の決算日は、連結決算日と合致しております。 

  

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

ａ. 満期保有目的の債券 

  償却原価法(定額法)によっております。 

ｂ. その他有価証券 

  ・時価のあるもの 

連結決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処

理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)によっております。 

  ・時価のないもの 

 移動平均法による原価法によっております。 

 なお、投資事業有限責任組合に類する組合への出資(金融商品取引法第２条第２項によ

り有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入

手可能な 近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

②  デリバティブ 

 時価法によっております。 

③  たな卸資産 

ａ. 販売用不動産 

  個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。 

ｂ. 未成業務支出金 

  個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。 
  

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産(リース資産を除く) 

建物(その付属設備は除く。)は定額法、その他は定率法によっております。ただし、在外連結

子会社については、すべての有形固定資産に定額法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数及び残存価額は、法人税法の規定と同一の方法に基づいております。 

 また、平成19年３月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した

翌年から５年間で均等償却する方法によっております。 

 (5) 継続企業の前提に関する注記

 (6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

４．会計処理基準に関する事項
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② 無形固定資産(リース資産を除く) 

ソフトウェア(自社利用分)については、社内における見込利用可能期間(５年)による定額法に

よっております。 

③ リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数

とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

  なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日

以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっておりま

す。 

④ 投資その他の資産 

長期前払費用については、均等償却によっております。 

なお、償却期間は、法人税法の規定と同一の方法に基づいております。 
  

(3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

営業未収入金等の回収事故に対処して、一般債権については原則として貸倒実績率により、破

産更生債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しており

ます。 

② 賞与引当金 

従業員に対する賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を

計上しております。 

③ 退職給付引当金 

連結財務諸表提出会社は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給

付債務の見込額に基づき計上しております。 

 なお、数理計算上の差異は、その発生年度の翌連結会計年度に一括費用処理する方法によって

おります。 

④ 役員退職慰労引当金 

連結財務諸表提出会社は、役員の退任に伴う退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づく

期末要支払額を計上しております。 
  

(4) 重要なヘッジ会計の方法 

①  ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっております。 

②  ヘッジ手段とヘッジ対象 

当連結会計年度にヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとおりであります。

ヘッジ手段……為替予約及び通貨スワップ 

ヘッジ対象……外貨建予定取引 

③  ヘッジ方針 

「市場リスク管理規程」及び「リスク別管理要領」等の内部規程に基づき、金利変動リスク及

び為替相場変動リスクをヘッジすることとしております。 

④  ヘッジ有効性の評価方法 

ヘッジ対象の予定取引に関する重要な条件が同一であるため、有効性の判定は省略しておりま

す。 
  

(5) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

手許現金、要求払預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか

負わない取得日から３ヶ月以内に満期日又は償還日が到来する短期的な投資を資金の範囲としてお

ります。 
  

(6) 消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は税抜処理によっており、資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は長

期前払費用に計上し、５年間で均等償却を行っております。 
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該当事項はありません。 

  

当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号  平成21年12月４日)及び「会計上の変更及び誤謬

の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日)を適用してお

ります。 

 (7) 会計方針の変更

 (8) 追加情報
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※１  関連会社に対するものは次のとおりであります。 

 
  

○  偶発債務 

保証債務の内容及び金額は次のとおりであります。 

 
(注)  ローン利用者に対する保証は、住宅ローン利用者の金融機関からの借入金に対するものであります。 

  

※１  通常の販売目的で保有するたな卸資産高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のた

な卸資産評価損が含まれております。 

 
※２  固定資産売却益の主なものは、土地、建物及び構築物の売却によるものであります。 

※３  固定資産売却損の主なものは、土地、建物及び構築物の売却によるものであります。 

※４  固定資産除却損の主なものは、建物及び構築物の除却によるものであります。 

  

※１  その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額 

 
  

 (9) 連結財務諸表に関する注記事項

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度 
(平成24年３月31日)

投資有価証券(株式) 5百万円 5百万円

前連結会計年度 
(平成23年３月31日)

当連結会計年度 
(平成24年３月31日)

ローン利用者 3百万円 ローン利用者 3百万円

計 3百万円 計 3百万円

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

営業原価 1百万円 0百万円

(連結包括利益計算書関係)

当連結会計年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日)

その他有価証券評価差額金

  当期発生額 △2百万円

  組替調整額 △0 〃

    税効果調整前 △2百万円

    税効果額 0 〃

    その他有価証券評価差額金 △2百万円

繰延ヘッジ損益

  当期発生額 △73百万円

  組替調整額 329 〃

    税効果調整前 256百万円

    税効果額 △87 〃

    繰延ヘッジ損益 168百万円

為替換算調整勘定

  当期発生額 △810百万円

    税効果額 ― 〃

    為替換算調整勘定 △810百万円

その他の包括利益合計 △643百万円
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次のとおり決議を予定しております。 

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日)

１．発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 28,600,000 ― ― 28,600,000

２．自己株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 180 ― ― 180

３．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成22年６月25日
定時株主総会

普通株式 1,715 60.00 平成22年３月31日 平成22年６月28日

平成22年11月４日
取締役会

普通株式 1,143 40.00 平成22年９月30日 平成22年12月３日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成23年６月28日 
定時株主総会

普通株式 1,715 利益剰余金 60.00 平成23年３月31日 平成23年６月29日

当連結会計年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日)

１．発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 28,600,000 ― ― 28,600,000

２．自己株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 180 ― ― 180

３．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成23年６月28日
定時株主総会

普通株式 1,715 60.00 平成23年３月31日 平成23年６月29日

平成23年11月４日
取締役会

普通株式 1,143 40.00 平成23年９月30日 平成23年12月６日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成24年６月27日 
定時株主総会

普通株式 1,715 利益剰余金 60.00 平成24年３月31日 平成24年６月28日
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※１  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次の

とおりであります。 

 
  

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

現金及び預金 26,037百万円 40,368百万円

現金及び現金同等物 26,037百万円 40,368百万円

－ 25 －

住友不動産販売㈱（8870） 平成24年３月期 決算短信



１．報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能

であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象と

なっているものであります。 

  当社グループは、不動産仲介業務、不動産受託販売業務を主とした不動産流通事業と、その周辺事

業を展開しており、その事業内容を勘案した業務別のセグメントから構成され、「仲介業務」、「受

託販売業務」、「賃貸業務」、「不動産販売業務」の４つを報告セグメントとしております。 

  「仲介業務」は、主に全国の主要都市において、住宅等の仲介業務を行っております。「受託販売

業務」は、主に全国の主要都市において、デベロッパー等が開発・分譲するマンション、戸建住宅等

の受託販売業務を行っております。「賃貸業務」は、主に首都圏において、オフィスビル、マンショ

ン等の賃貸業務を行っております。「不動産販売業務」は、主に首都圏において、土地、建物等の仕

入・販売業務を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、20ページ「(6) 連結財務諸表作成のための基

本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。 

  

(セグメント情報)
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３．報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報 

(単位：百万円) 

 
(注) １．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、住宅ローンに係る事務代行業務等

を含んでおります。 

２．調整額は、以下のとおりであります。 

  (1) セグメント利益の調整額△3,470百万円には、セグメント間取引消去△436百万円及び各報告セグメントに

配分していない全社費用△3,034百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属し

ない一般管理費であります。 

  (2) セグメント資産の調整額30,842百万円には、管理部門に対する債権の相殺消去△6,323百万円、各報告セ

グメントに配分していない全社資産37,165百万円が含まれております。全社資産は、主に報告セグメント

に帰属しない現金及び預金、繰延税金資産及び管理部門に係る資産であります。 

  (3) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額135百万円は、主に管理部門に係るソフトウエアの投資

額であります。 

３．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

４．減価償却費には長期前払費用の償却額が含まれております。 

  

前連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日)

報告セグメント

その他
(注１)

合計
調整額
(注２)

連結財務
諸表計上
額(注３)仲介 受託販売 賃貸

不動産
販売

計

営業収益

外部顧客への営業収益 43,255 5,078 1,880 8,085 58,300 590 58,890 ― 58,890

セグメント間の内部営業
収益又は振替高

76 175 185 ― 436 ― 436 △436 ―

計 43,332 5,253 2,065 8,085 58,736 590 59,327 △436 58,890

セグメント利益 11,747 721 1,016 560 14,045 250 14,295 △3,470 10,824

セグメント資産 7,899 1,326 54,722 4,482 68,430 6,118 74,549 30,842 105,391

その他の項目

減価償却費(注４) 255 13 347 2 617 0 618 145 764

有形固定資産及び 
無形固定資産の増加額

202 13 260 7 483 0 484 135 620
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当連結会計年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日) 

(単位：百万円) 

 
(注) １．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、住宅ローンに係る事務代行業務等

を含んでおります。 

２．調整額は、以下のとおりであります。 

  (1) セグメント利益の調整額△3,412百万円には、セグメント間取引消去△445百万円及び各報告セグメントに

配分していない全社費用2,967百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しな

い一般管理費であります。 

  (2) セグメント資産の調整額44,238百万円には、管理部門に対する債権の相殺消去△7,065百万円、各報告セ

グメントに配分していない全社資産51,304百万円が含まれております。全社資産は、主に報告セグメント

に帰属しない現金及び預金、繰延税金資産及び管理部門に係る資産であります。 

  (3) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額190百万円は、主に管理部門に係るソフトウエアの投資

額であります。 

３．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

４．減価償却費には長期前払費用の償却額が含まれております。 

  

報告セグメント

その他
(注１)

合計
調整額
(注２)

連結財務
諸表計上
額(注３)仲介 受託販売 賃貸

不動産
販売

計

営業収益

外部顧客への営業収益 45,912 4,321 1,727 5,531 57,493 597 58,091 ― 58,091

セグメント間の内部営 
業収益又は振替高

54 166 223 ― 444 0 445 △445 ―

計 45,967 4,488 1,951 5,531 57,938 598 58,536 △445 58,091

セグメント利益 13,837 815 974 284 15,912 259 16,172 △3,412 12,760

セグメント資産 7,137 1,578 54,308 5,713 68,738 6,011 74,749 44,238 118,988

その他の項目

減価償却費(注４) 226 12 342 1 582 0 582 169 752

有形固定資産及び 
無形固定資産の増加額

129 2 61 ― 193 ― 193 190 383
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前連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日) 

１．製品及びサービスごとの情報 

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

２．地域ごとの情報 

(1) 営業収益 

本邦の外部顧客への営業収益が連結損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略して

おります。 

(2) 有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の額が、連結貸借対照表の有形固定資産の90％を超えるため、

記載を省略しております。 

  

３．主要な顧客ごとの情報 

外部顧客への営業収益のうち、連結損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がいないた

め、記載はありません。 

  

当連結会計年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日) 

１．製品及びサービスごとの情報 

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

２．地域ごとの情報 

(1) 営業収益 

本邦の外部顧客への営業収益が連結損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略して

おります。 

(2) 有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の額が、連結貸借対照表の有形固定資産の90％を超えるため、

記載を省略しております。 

  

３．主要な顧客ごとの情報 

外部顧客への営業収益のうち、連結損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がいないた

め、記載はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

(関連情報)

(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)

(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)

(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
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(注) １．取引金額は消費税等抜きの金額で、期末残高は消費税等込みの金額で記載しております。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

    住宅等の受託販売等の取引条件については、同社との間で交渉の上締結した「販売業務委託協定書」の定め

によるほか、市場価格等に基づいて決定しております。 

  

 

(注) １．取引金額は消費税等抜きの金額で、期末残高は消費税等込みの金額で記載しております。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

    住宅等の受託販売等の取引条件については、同社との間で交渉の上締結した「販売業務委託協定書」の定め

によるほか、市場価格等に基づいて決定しております。 

  

(関連当事者情報)

１．関連当事者との取引

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

 (ア) 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等

前連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日)

種類
会社等の名称 

又は氏名
所在地

資本金又

は出資金

(百万円)

事業の内容又

は職業

議決権等

の所有 

(被所有)

割合(％)

関連当事者

との関係
取引の内容

取引金額 

(百万円)
科目

期末残高 

(百万円)

親会社 住友不動産 

㈱

東京都 

新宿区

122,805 総合不動 

産業

(被所有)

直接 

   70.31 

間接 

      ―

同 社 が 開
発・分譲す
る住宅等の
受託販売業
務を行って
おります。 
  
役員の兼任 
役員の転籍

住宅等の 
受託販売等

3,005 営業 
未収入金

104

流動資産 
「その他」

11

営業未払金 2

預り金 3,699

流動負債 
「その他」

8

当連結会計年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日)

種類
会社等の名称 

又は氏名
所在地

資本金又

は出資金

(百万円)

事業の内容又

は職業

議決権等

の所有 

(被所有)

割合(％)

関連当事者

との関係
取引の内容

取引金額 

(百万円)
科目

期末残高 

(百万円)

親会社 住友不動産 

㈱

東京都 

新宿区

122,805 総合不動 

産業

(被所有)

直接 

   70.31 

間接 

      ―

同 社 が 開
発・分譲す
る住宅等の
受託販売業
務を行って
おります。 
  
役員の兼任 
役員の転籍

住宅等の 
受託販売等

1,883 営業 
未収入金

95

流動資産 
「その他」

1

営業未払金 1

預り金 1,876

流動負債 
「その他」

1
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(注)  取引条件及び取引条件の決定方針等 

      販売用不動産の購入価額については、不動産鑑定評価額に基づいて決定しております。 

  

該当事項はありません。 

  

 

(注)  取引条件及び取引条件の決定方針等 

      資金の貸付に関する取引条件については、市場金利等を勘案して決定しております。 

  

 

  

住友不動産㈱(東京証券取引所及び大阪証券取引所に上場) 

  

該当事項はありません。 

 (イ) 連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会

社の子会社等

前連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日)

種類
会社等の名称 

又は氏名
所在地

資本金又

は出資金

(百万円)

事業の内容又

は職業

議決権等

の所有 

(被所有)

割合(％)

関連当事者

との関係
取引の内容

取引金額 

(百万円)
科目

期末残高 

(百万円)

同一の

親会社

を持つ

会社

エス・エフ・

レジデンシャ

ル㈲

東京都 

新宿区

9 不動産販売

業及び不動

産賃貸業

なし 販売用不動

産の購入

販売用不動

産の購入

1,750

― ―

当連結会計年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日)

(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の

子会社等

前連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日)

種類
会社等の名称 

又は氏名
所在地

資本金又 

は出資金 

(百万円)

事業の内容

又は職業

議決権等

の所有 

(被所有)

割合(％)

関連当事者

との関係
取引の内容

取引金額 

(百万円)
科目

期末残高 

(百万円)

同一の

親会社

を持つ

会社

住友不動産 

カリフォルニア

アメリカ

合衆国 

カリフォ

ルニア州

US＄

162,771千

不動産 

賃貸事業

なし 資金の貸付
資金の貸付 2,445 短期貸付金 2,445

利息の受取 42 ― ─

当連結会計年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日)

種類
会社等の名称 

又は氏名
所在地

資本金又 

は出資金 

(百万円)

事業の内容

又は職業

議決権等

の所有 

(被所有)

割合(％)

関連当事者

との関係
取引の内容

取引金額 

(百万円)
科目

期末残高 

(百万円)

同一の

親会社

を持つ

会社

住友不動産 

カリフォルニア

アメリカ

合衆国 

カリフォ

ルニア州

US＄

162,771千

不動産 

賃貸事業

なし 資金の貸付
資金の貸付 1,819 短期貸付金 1,819

利息の受取 31 ― ─

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

(2) 重要な関連会社の要約財務情報
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 １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

 
(注)  前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含ま

れております。 

   
  

 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

 
(注)  前連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の

100分の５以下であるため注記を省略しております。 

  

 ３．法定実効税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 

経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律及び東日

本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法が平成23年12

月２日に公布されたことに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平

成24年４月１日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前連結会計年度の40.69％か

ら、回収または支払が見込まれる期間が平成24年４月１日から平成27年３月31日までのものは

38.01％、平成27年４月１日以降のものについては35.64％にそれぞれ変更されております。 

  その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が346百万円、その他有価証券

評価差額金額が0百万円、それぞれ減少し、当連結会計年度に計上された法人税等調整額が345百万円増

加しております。 

(税効果会計関係)

 
前連結会計年度

(平成23年３月31日)
当連結会計年度 

(平成24年３月31日)

繰延税金資産

 退職給付引当金 1,208百万円 1,120百万円

 賞与引当金 789  〃   742  〃   

 受託販売原価 668  〃   414  〃   

 未払事業税及び 
  未払地方法人特別税

213  〃   232  〃   

 未払費用 162  〃   184  〃   

 投資有価証券評価損 161  〃   136  〃   

 貸倒引当金 82  〃   97  〃   

 未収利息 83  〃   89  〃   

 たな卸資産評価損 91  〃   71  〃   

 その他 548  〃   326  〃   

 繰延税金資産合計 4,010百万円 3,417百万円

繰延税金負債

 繰延税金負債合計 ―百万円 ―百万円

繰延税金資産の純額 4,010百万円 3,417百万円

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度 
(平成24年３月31日)

流動資産－繰延税金資産 2,194百万円 1,743百万円

固定資産－繰延税金資産 1,816  〃   1,673  〃   

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度 
(平成24年３月31日)

法定実効税率 ― 40.69％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 ― 0.17％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 ― △0.02％

住民税均等割等 ― 0.81％

税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 ― 2.72％

その他 ― 0.22％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 ― 44.59％
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当社及び一部の子会社では、東京都その他の地域において、賃貸用のオフィスビル等(土地を含む。)

を有しております。 

  平成23年３月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は1,009百万円(賃貸収益は営業収益に、

賃貸費用は営業原価に計上)、売却損益は90百万円(売却益は特別利益に、売却損は特別損失に計上)で

あります。 

  平成24年３月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は906百万円(賃貸収益は営業収益に、賃

貸費用は営業原価に計上)、売却益は3百万円(特別利益に計上)であります。 

  また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は以下のとおりであります。

(単位:百万円) 

 
(注) １．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。 

２．主な変動 

   前連結会計年度 

増加は、賃貸用のオフィスビル等の取得  231百万円、 

賃貸用のオフィスビル等のリニューアル  27百万円、 

減少は、賃貸用のマンション等の売却  907百万円、 

賃貸用のオフィスビル等の自社使用への転用  863百万円、 

減価償却  306百万円であります。 

   当連結会計年度 

増加は、賃貸用のオフィスビル等のリニューアル 60百万円、 

減少は、賃貸用のオフィスビル等の自社使用への転用 448百万円、 

減価償却 290百万円、 

賃貸用のマンションの売却 92百万円であります。 

３．時価の算定方法 

主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額(指標等を用いて調整を行ったものを含

む。)であります。 

  

(賃貸等不動産関係)

前連結会計年度
(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

連結貸借対照表計上額

期首残高 53,639 51,808

期中増減額 △1,831 △783

期末残高 51,808 51,025

期末時価 34,692 34,559
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(単位：円) 
 

(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 
 

  

該当事項はありません。 

  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

１株当たり純資産額 2,263.66 2,387.47

１株当たり当期純利益金額 216.71 246.30

項目
前連結会計年度

(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

１株当たり当期純利益金額

当期純利益(百万円) 6,197 7,044

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る当期純利益(百万円) 6,197 7,044

普通株式の期中平均株式数(株) 28,599,820 28,599,820

(重要な後発事象)
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５．個別財務諸表

 (1) 貸借対照表

（単位：百万円）

前事業年度
(平成23年３月31日)

当事業年度
(平成24年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 25,404 39,817

営業未収入金 351 523

販売用不動産 1,811 1,810

未成業務支出金 914 1,032

前払費用 345 327

繰延税金資産 1,974 1,650

関係会社短期貸付金 6,290 7,030

その他 328 385

貸倒引当金 △11 △18

流動資産合計 37,409 52,559

固定資産

有形固定資産

建物 17,379 17,496

減価償却累計額 △9,951 △10,311

建物（純額） 7,428 7,185

構築物 446 444

減価償却累計額 △373 △377

構築物（純額） 72 67

機械及び装置 58 58

減価償却累計額 △56 △57

機械及び装置（純額） 1 1

工具、器具及び備品 1,129 1,141

減価償却累計額 △944 △972

工具、器具及び備品（純額） 185 168

土地 39,445 39,445

リース資産 103 122

減価償却累計額 △43 △65

リース資産（純額） 60 57

有形固定資産合計 47,193 46,924

無形固定資産

ソフトウエア 474 486

ソフトウエア仮勘定 6 5

電話加入権 116 116

無形固定資産合計 597 609
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（単位：百万円）

前事業年度
(平成23年３月31日)

当事業年度
(平成24年３月31日)

投資その他の資産

投資有価証券 449 439

関係会社株式 17,774 17,774

破産更生債権等 10,863 10,693

長期前払費用 17 23

繰延税金資産 1,470 1,378

敷金及び保証金 4,484 4,523

その他 52 52

貸倒引当金 △5,038 △5,035

投資その他の資産合計 30,072 29,849

固定資産合計 77,863 77,383

資産合計 115,273 129,942

負債の部

流動負債

営業未払金 52 55

短期借入金 24,477 22,703

リース債務 25 31

未払金 268 291

未払費用 1,202 1,414

未払法人税等 2,445 2,981

未払消費税等 463 661

前受金 220 57

預り金 14,831 26,491

賞与引当金 1,927 1,937

流動負債合計 45,915 56,626

固定負債

リース債務 38 29

退職給付引当金 2,971 3,131

役員退職慰労引当金 213 186

受入敷金保証金 858 910

固定負債合計 4,081 4,257

負債合計 49,997 60,883
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（単位：百万円）

前事業年度
(平成23年３月31日)

当事業年度
(平成24年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,970 2,970

資本剰余金

資本準備金 3,543 3,543

資本剰余金合計 3,543 3,543

利益剰余金

利益準備金 210 210

その他利益剰余金

別途積立金 49,000 49,000

繰越利益剰余金 9,563 13,349

利益剰余金合計 58,773 62,559

自己株式 △1 △1

株主資本合計 65,285 69,071

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △9 △11

評価・換算差額等合計 △9 △11

純資産合計 65,275 69,059

負債純資産合計 115,273 129,942

－ 37 －

住友不動産販売㈱（8870） 平成24年３月期 決算短信



 (2) 損益計算書

（単位：百万円）

前事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

営業収益

仲介事業収益 43,200 45,794

受託販売事業収益 4,909 4,117

賃貸事業収益 1,497 1,423

その他の事業収益 297 223

営業収益合計 49,906 51,559

営業原価

仲介原価 31,367 31,884

受託販売原価 4,201 3,318

賃貸原価 701 674

その他の事業原価 280 211

営業原価合計 36,550 36,088

売上総利益 13,355 15,470

販売費及び一般管理費

役員報酬 312 266

給料及び賞与 882 887

賞与引当金繰入額 41 37

退職給付費用 25 36

役員退職慰労引当金繰入額 27 24

福利厚生費 238 232

減価償却費 145 169

賃借料 339 323

支払手数料 296 309

広告宣伝費 248 233

貸倒引当金繰入額 － 6

その他 907 900

販売費及び一般管理費合計 3,465 3,427

営業利益 9,889 12,043

営業外収益

受取利息 88 81

有価証券利息 9 8

受取配当金 13 10

その他 35 26

営業外収益合計 147 127

営業外費用

支払利息 226 213

その他 17 9

営業外費用合計 244 223

経常利益 9,792 11,947
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（単位：百万円）

前事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

特別利益

受取補償金 78 －

特別利益合計 78 －

特別損失

固定資産除却損 32 4

投資有価証券評価損 22 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 5 －

特別損失合計 60 4

税引前当期純利益 9,810 11,943

法人税、住民税及び事業税 4,120 4,881

法人税等調整額 △23 415

法人税等合計 4,096 5,297

当期純利益 5,714 6,646
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(注) ※１  諸経費の主なものは次のとおりです。 

 
  

 

(注) ※１  諸経費の主なものは次のとおりです。 

 
  

仲介原価明細書

前事業年度
(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

当事業年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

直接原価 
(仲介支払手数料)

156 0.5 131 0.4

人件費 18,373 58.6 18,616 58.4

諸経費 ※１ 12,837 40.9 13,135 41.2

合計 31,367 100.0 31,884 100.0

前事業年度 当事業年度

広告宣伝費 5,624百万円 広告宣伝費 5,987百万円

賃借料 3,107百万円 賃借料 3,086百万円

減価償却費 251百万円 減価償却費 222百万円

受託販売原価明細書

前事業年度
(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

当事業年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

直接原価 
(支払手数料)

172 4.4 35 1.0

人件費 2,921 73.7 2,717 79.1

諸経費 ※１ 868 21.9 684 19.9

合計 3,962 100.0 3,437 100.0

期首未成業務支出金 1,152 ― 914 ―

期末未成業務支出金 914 ― 1,032 ―

当期受託販売原価 4,201 ― 3,318 ―

前事業年度 当事業年度

広告宣伝費 7百万円 広告宣伝費 5百万円

賃借料 156百万円 賃借料 138百万円

減価償却費 11百万円 減価償却費 11百万円
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(注) ※１  直接原価の主なものは次のとおりです。 

 
※２  諸経費の主なものは次のとおりです。 

 
  

 

(注) ※１  直接原価の主なものは次のとおりです。 

 
※２  諸経費の主なものは次のとおりです。 

賃貸原価明細書

前事業年度
(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

当事業年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

直接原価 ※１ 280 40.0 278 41.4

人件費 30 4.4 8 1.3

諸経費 ※２ 390 55.6 386 57.3

合計 701 100.0 674 100.0

前事業年度 当事業年度

賃借料 47百万円 賃借料 46百万円

減価償却費 233百万円 減価償却費 231百万円

前事業年度 当事業年度

租税公課 124百万円 租税公課 130百万円

その他の事業原価明細書

前事業年度
(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

当事業年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

直接原価 ※１ 59 21.3 ― ―

人件費 189 67.7 184 87.2

諸経費 ※２ 30 11.0 27 12.8

合計 280 100.0 211 100.0

前事業年度 当事業年度

不動産販売原価 59百万円 不動産販売原価 ―百万円

前事業年度 当事業年度

賃借料 19百万円 賃借料 19百万円
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 (3) 株主資本等変動計算書

(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 2,970 2,970

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,970 2,970

資本剰余金

資本準備金

当期首残高 3,543 3,543

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,543 3,543

資本剰余金合計

当期首残高 3,543 3,543

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,543 3,543

利益剰余金

利益準備金

当期首残高 210 210

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 210 210

その他利益剰余金

別途積立金

当期首残高 49,000 49,000

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 49,000 49,000

繰越利益剰余金

当期首残高 6,709 9,563

当期変動額

剰余金の配当 △2,859 △2,859

当期純利益 5,714 6,646

当期変動額合計 2,854 3,786

当期末残高 9,563 13,349

利益剰余金合計

当期首残高 55,919 58,773

当期変動額

剰余金の配当 △2,859 △2,859

当期純利益 5,714 6,646

当期変動額合計 2,854 3,786

当期末残高 58,773 62,559
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(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

自己株式

当期首残高 △1 △1

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 △1 △1

株主資本合計

当期首残高 62,431 65,285

当期変動額

剰余金の配当 △2,859 △2,859

当期純利益 5,714 6,646

当期変動額合計 2,854 3,786

当期末残高 65,285 69,071

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

当期首残高 △9 △9

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △0 △2

当期変動額合計 △0 △2

当期末残高 △9 △11

評価・換算差額等合計

当期首残高 △9 △9

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △0 △2

当期変動額合計 △0 △2

当期末残高 △9 △11

純資産合計

当期首残高 62,421 65,275

当期変動額

剰余金の配当 △2,859 △2,859

当期純利益 5,714 6,646

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △0 △2

当期変動額合計 2,854 3,783

当期末残高 65,275 69,059
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該当事項はありません。 

  

① 取扱件数 

                                            (単位：件) 

 
  

② 取扱高 

                                          (単位：百万円) 

 
  

③ 営業収益 

                                          (単位：百万円) 

 
    (注) 営業収益には、セグメント間の内部営業収益又は振替高を含めております。 

 (4) 継続企業の前提に関する注記

６．その他

  仲介業務の概要

区分
前連結会計年度

(自 平成22年４月１日
 至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

前期比

首都圏 14,654 14,397 △1.8％

関西圏 11,134 11,260 ＋1.1％

その他 5,505 5,786 ＋5.1％

  合計 31,293 31,443 ＋0.5％

区分
前連結会計年度

(自 平成22年４月１日
 至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

前期比

首都圏 499,808 540,691 ＋8.2％

関西圏 224,614 237,057 ＋5.5％

その他 110,136 115,011 ＋4.4％

  合計 834,559 892,760 ＋7.0％

区分
前連結会計年度

(自 平成22年４月１日
 至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

前期比

首都圏 25,488 26,928 ＋5.6％

関西圏 11,743 12,553 ＋6.9％

その他 6,099 6,485 ＋6.3％

  合計 43,332 45,967 ＋6.1％
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